機構だより 2011.8.20

『土地活用セミナー２０１１』開催のご案内
土地所有者にとって大切なことは、基盤整備後の土地活用と将来の生活です。土地所有者の資産
活用意欲こそが土地区画整理事業推進の原動力であり、円滑な合意形成やスピーディーな事業進捗
につながるポイントです。本セミナーでは組合や準備組織の土地所有者、行政団体の区画整理担当
職員、土地活用をお手伝いする民間企業の皆様などを対象に、 ①個人の土地利用に関しては所有形
態により異なる税金知識、節税情報等を、 ②共同利用についてはその実現化方策や共同利用のメニ
ュー、企業誘致についての情報を、併せて ③共同利用を図るために地権者法人を立ち上げた地区の
具体的事例を分りやすくお伝えします。 土地活用に関する知識をトータルに学習して頂く機会とし
て、多くの皆様のご参加をお待ちいたします。
実 施 日：平成２３年９月３０日（金）
場

所：財団法人

区画整理促進機構 会議室

申込期限：平成２３年９月９日（金）
講習内容：個人の土地利用と節税、共同土地利用、地権者法人設立事例
受 講 料：８，０００円（税込、テキスト代含む）
受講料は９月９日までに下記口座宛お振込み下さい。
振込手数料は参加者でご負担願います。
【振 込 先】 三井住友銀行 麹町支店 普通 １３４３５７１
【口座名義】

ざいだんほうじん

財団法人

くかく せいり そくしんき こう

区画整理 促 進 機構

こうしゅうかいぐち

講 習 会口

申込方法：受講申込用紙（下記ホームページからダウンロードできます）に必要事項をご記入
のうえＦＡＸでお申込下さい。
http://www.sokusin.or.jp/events/e_index.html
申 込 先：財団法人

区画整理促進機構 支援業務部 鈴木

ＦＡＸ：０３－３２３０－４５１４
ＴＥＬ：０３－３２３０－４５７５

『中心市街地活性化講習会２０１１』開催のご案内
第１４回目となる今回の講習会では「新たな担い手による中心市街地活性化」をテーマに、有識
者の講演及び先進的に取り組まれている中心市街地活性化の事例（３地区）についてご紹介いたし
ます。全国で街なか再生に取り組まれていらっしゃる皆様のご参加をお待ちしています。
開 催 日：平成２３年１０月２８日（金）
開催会場：【東京】全国町村議員会館 大会議室（２階）
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（東京メトロ半蔵門線半蔵門駅より徒歩０分、同有楽町線麹町駅より徒歩６分）
定

員：１２０名（定員に達した場合は受付が終了となります。）

テキスト：『中心市街地活性化講習会２０１１』（当日配布）
講習内容：講演・国土交通省

基調講演・
（調整中）

事例紹介・豊後高田市他２事例

受 講 料：６，０００円／人
受講料は１０月２０日までに下記口座宛お振込み下さい。
振込手数料は参加者でご負担願います。
【振 込 先】 三菱東京ＵＦＪ銀行

麹町中央支店（０１５）

普通（１３５３８７４）
【口座名義】

ちゅうしんしがいち かっせいかすいしんしえんきょうぎかい

中 心 市街地 活 性 化 推 進 支 援 協 議会

申込方法：受講申込用紙（下記ホームページからダウンロードできます）に必要事項をご記入
のうえＦＡＸでお申込下さい。
http://www.sokusin.or.jp/machinaka/index.html
申 込 先：中心市街地活性化推進支援協議会
事務局

財団法人 区画整理促進機構 街なか再生全国支援センター

〒１０２－００８４
東京都千代田区二番町１２－１２

Ｂ.Ｄ.Ａ.二番町ビル２階

Ｆ Ａ Ｘ：０３－３２３０－４５１４
Ｔ Ｅ Ｌ：０３－３２３０－８４７７
ＭＡＩＬ：ｍａｉｌ＠ｓｏｋｕｓｉｎ．ｏｒ．ｊｐ

『柔らかい区画整理事業』講習会開催のご案内
まちづくりにかかる事業手法として、現在は単発的な土地区画整理事業の適用だけでなく、中心
市街地等の既成市街地整備促進に係るツイン区画整理や街路事業と一体となった沿道区画整理及び
高度利用を可能とする敷地整序型区画整理事業等の導入により、多様で柔軟な区画整理手法が実施
され市街地整備に大きな役割を果たしているところです。
これらの事業概要や実践的内容の事例紹介を、関係者を対象として行う事により、市街地整備事
業の促進に寄与する事を目的としています。
実 施 日：平成２３年１１月１１日（金）
場

所：都市計画会館 会議室

申込期限：平成２３年１１月２日（水）
講習内容：区画整理事業の最近の動向、
“柔らかい区画整理事業”における多様性及び柔軟性に
ついて、“柔らかい区画整理事業”の今後の展望
受 講 料：８，０００円（税込、テキスト代含む）
受講料は１１月２日までに下記口座宛お振込み下さい。
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振込手数料は参加者でご負担願います。
【振 込 先】 三井住友銀行 麹町支店 普通 １３４３５７１
【口座名義】

ざいだんほうじん

財団法人

くかく せいり そくしんき こう

区画整理 促 進 機構

こうしゅうかいぐち

講 習 会口

申込方法：受講申込用紙（下記ホームページからダウンロードできます）に必要事項をご記入
のうえＦＡＸでお申込下さい。
http://www.sokusin.or.jp/events/e_index.html
申 込 先：財団法人

区画整理促進機構 企画部 鈴木、今村

ＦＡＸ：０３－３２３０－４５１４
ＴＥＬ：０３－３２３０－４９６４

『【区画整理と税制特例】―平成２３年４月１日現在―』発行のお知らせ
【区画整理と税制特例】―平成２３年４月１日現在―
Ａ４版図書・無料（送料別途）
辻・本郷税理士法人
財団法人

監修・構成協力

区画整理促進機構 発行

土地区画整理事業の流れと税制特例の関係を解説した今年度版の『【区画整理と税制特例】―平成
２３年４月 １日現在―』が ７ 月１日発 行され ました。 当機構の ホームペ ージの発 行図書
（http://www.sokusin.or.jp/book/b_index.html）より図書購入申込書をダウンロードしてＦＡＸ
にてお申込下さい。

平成２３年度第４回民間事業者研究会幹事会開催の報告
平成２３年７月１２日（火）、当機構民間事業者研究会の平成２３年度第４回幹事会が開催され、
平成２３年度の活動計画検討及び総会に向けての最終確認が行われました。

民間事業者研究会役員会開催の報告
平成２３年７月２２日（金）、当機構民間事業者研究会の役員会が当機構会議室にて開催されまし
た。役員会では、平成２２年度活動報告、平成２２年度会計報告、平成２３年度活動方針、平成２
３年度予算、役員の改選について審議されました。

▲役員会の様子
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民間事業者研究会平成２２年度活動報告会開催の報告
平成２３年７月２２日（金）、当機構民間事業者研究会の平成２２年度活動報告会が当機構会議室
にて開催されました。活動報告会では分科会「民間による柔らかい区画整理事業検討分科会」の活
動について座長より報告がありました。また、各団体との意見交換会等について幹事長より報告が
ありました。

▲活動報告会の様子

民間事業者研究会平成２３年度総会開催の報告
平成２３年７月２２日（金）、当機構民間事業者研究会の平成２３
年度総会が都市センターホテル６０６室にて開催されました。総会
では来賓として、国土交通省

都市局

市街地整備課

望月課長よ

りご挨拶をいただき、平成２２年度活動報告、平成２３年度活動方
針（案）および役員改選に関する議案が議決されました。また、総
会に続いて懇親会が開催されました。
平成２３年度活動方針は次のとおりです。

▲望月 市街地整備課長ご挨拶

■ 新年度活動方針〔全体〕
戦後最大の災害ともいえる東日本大震災は、改めて我が国にとって「災害に強い街づくり」が
重要であるか再認識させられる機会となった。
一方、他の市街地においても、防災性の向上が求められる木造密集地域の改善や、社会経済構
造の変化に対応するための既成市街地の再生など、街づくりに対する社会的要請は依然として大
きい。
今年度は、これら街づくりに対する社会的要請にこたえるため、引き続き区画整理手法を用い
た街づくり・都市再生事業等に民間事業者が参画する上での問題点や課題等を抽出し、これら課
題の解決方法に関する調査・研究に取組んでいくこととする。

▲総会の様子
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▲懇親会の様子

人事異動
国土交通省 都市局 市街地整備課
新所属
６月３０日
辞職
((独)都市再生機構)

氏名

旧所属

土田 陽子

再開発係長

７月 １日
拠点整備事業推進官
企画専門官
都市計画課付
課長補佐
課長補佐
環境街区係長
街区再編係長
融資企画係長

荒川 辰雄
鹿子木 靖
榊 茂之
田雑 隆昌
石川 博基
髙橋 栄司
廣岡 秀隆
近藤 寛充

再開発係長

土谷 龍矢

企画専門官
まちづくり推進課 企画専門官
課長補佐
本庄市副市長
まちづくり推進課長補佐
流通業務係長
街なか再生係長
まちづくり推進課
都市総合事業推進室計画調整係長
(独)都市再生機構

荒川 辰雄

拠点整備事業推進官

鎌田 秀一

都市計画課企画専門官

企画専門官（併）都市計画課

楢橋 康英

課長補佐

東野 文人

企画専門官（併）都市計画課
（併）住宅局住宅生産課
課長補佐（併）住宅局住宅生産課

８月１日
街路交通施設課
街路事業調査官
拠点整備事業推進官
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